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場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 
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総務部 人事課 

（電話０５９－２２９－３１０６） 

人事課長 

田 中 啓 介 

 
平成３１年４月１日付け人事異動の概要について 

 
 平成３１年４月１日付け人事異動の概要について、その内容は別添資料のとおりで

す。 
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平成３１年４月１日付け津市職員人事異動の概要 

 

◎ 人事異動の規模 １，００８人（うち、昇任及び昇任配置換 ２５２人） 

 ※ 参考：前年度１,１０７人、過去５年間平均１，１２７人（いずれも４月１日付け） 

   

◎  平成３１年４月１日付け職員数（予定） ２，５１５人 

 

 

 

 

 

 

 

◎  ３年連続１００人超の職員を新規採用（１０６人の新規採用、うち職務経験者６人） 

  少子高齢化や厳しい人材確保競争の中、３年連続で１００人を超える安定した採

用を行い、２０２１年開催予定の国民体育大会等の準備業務の着実な推進に向けて

体制の強化を図りました。 

  また、今年度採用する１０６人のうち、職務経験者採用として５人の事務職及び言

語聴覚士１人の計６人を採用し、専門的な行政需要等への対応、更なる行政サービス

の拡大、組織力の強化及び組織風土の活性化等を図ります。 
 

※ 参考 過去５年間の採用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  採用職種及び人数 

  

 

 

 

 

 
 

 

職種 人数 職種 人数 職種 人数 

事務職 ５５人   消防職 ８人 養護教諭 １人 

技術職（土木） ２人 技能員（清掃員等） １１人 言語聴覚士 １人 

保育士 １２人 技能員（調理員） ７人   短期大学教員 ２人 

保健師 ５人 幼稚園教諭 ２人 合計１０６人 

（うち、職務経験者） 

（全体） 

（前年度退職者） 
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職務経験者採用者の配属 

配置先 職種 職務経験・能力 

市民税課 

事務職 

ＩＣＴ活用、情報セキュリティ 

財産管理課 建築施工管理 

行政経営課 経営戦略、情報セキュリティ 

文化振興課 文化ホール指定管理業務・運営・新規事業  

地域包括ケア

推進室 

主任介護支援専門員、介護予防ケアマネジメン

ト 

こども支援課 言語聴覚士 総合病院勤務 
 
◆ 採用時の職位  担当主幹１人、担当副主幹２人、主査３人 

  ◆ 年齢  ３６歳から４９歳まで 

  ◆ 男女別  男性６人 

  ◆ 採用前の在住地  市内５人、市外１人（東京都） 

 

◎ 国民体育大会等の開催に向けた推進体制の整備 

【国体・障害者スポーツ大会推進局の設置】（６人増員、計１９人配置） 

第７６回国民体育大会及び第２１回全国障害者スポーツ大会（２０２１年開催予

定）に向けた準備業務等の着実な推進を図るため、国体・障害者スポーツ大会推進

局を設置するとともに、現在の国体・障害者スポーツ大会推進室を「総務企画課」

及び「競技運営課」に改編し、６人増員を図り、局長、局次長(兼)総務企画課長、

競技運営課長以下１６人の職員を配置します。 

 

◎ 幼児教育・保育の無償化に伴う準備体制の構築（計９人増） 

 【健康福祉部 子育て推進課】（６人増員） 

【教育委員会事務局 学校教育課】（３人増員） 

今年の１０月に始まる幼児教育・保育の無償化により、子育て世帯のニーズが急

激に大きく変化することが想定されることから、その変化を柔軟に受け止め、迅速

に対応していくための準備体制の構築として、健康福祉部 子育て推進課に６人、

教育委員会事務局 学校教育課に３人の職員を増員します。 

 

◎ 一志こども園の開園に伴う職員体制の整備（２人増員、計２２人配置） 

昨年開園した３つのこども園に続き、平成３１年４月に一志こども園の開園に伴

う職員体制の整備として、高野保育園と高岡幼稚園を併せた職員数２０人から２人

増員し、保育教諭２０人及び技能員（調理員）２人の計２２人を配置し、保護者の

就労形態の変化に伴う多様なニーズに応えるとともに、質の高い幼児教育と温かく

包み込むような優しい保育の提供を目指します。 
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◎ 女性職員の幹部職員への登用 

  部長級の職に２年ぶりに女性職員を昇任させ、監査事務局監査担当理事（兼）監査

事務局長に登用します。また、部次長級の職に１人（市民部市民担当参事(兼)市民課

長）、課長級の職に４人（子育て推進課こども園担当副参事(兼)一志こども園長、白

山総合支所市民福祉課長(兼)白山保健福祉センター所長、教育総務課経理・指導担当

副参事(兼)香良洲教育事務所長、学校教育課幼児教育課程担当副参事）を昇任させ、

引き続き女性職員を幹部職員へ登用しています。 

 

◎ 職務経験者採用者を課長級職員へ登用 

  平成２７年度から実施している職務経験者採用で入庁した職員の中から、初めて

課長級の職へ昇任させ、人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事に登用しま

す。民間で培った技術や視点の活用を行い、職員の意識の向上を図っていくため、

引き続き職務経験者を採用し、積極的に幹部職員へ登用していきます。 

 

◎ 業務執行体制の見直し等に伴う人員の再配置によるメリハリある職員配置 

  各部門の業務量や事業の進捗状況を的確に把握し、業務執行体制の見直しやプロジ

ェクトの進展に伴う人員の再配置を行うことで、今後の新たな事業の推進体制の整備や

業務量の増に必要な人的資源を確実に投入するメリハリある職員配置を行います。 

 

◇ 増員 計６５人 

（主な理由等） 

◆ 一志こども園の開園に伴う職員体制の整備                             ２２人増【再掲】 

◆ 国民体育大会等の開催に向けた推進体制の整備（国体・障害者スポーツ大会推進局）            １９人増【再掲】 

◆ 幼児教育・保育の無償化に伴う準備体制の構築                           ９人増【再掲】 

（健康福祉部子育て推進課 ６人増、教育委員会事務局学校教育課 ３人増）                        

◆ 学校施設の大規模改造事業等を実施するための体制強化（建設部営繕課）           １人増 

◆ ２４時間体制で対応する安定した消防力を確保するための体制の強化（消防本部久居消防署南分署）        １人増 

◆ 地籍調査事業の更なる加速化と建設政策課からの用地の管理及び財産処分に関する事務等の移管 

に伴う体制の整備（建設部用地・地籍調査推進課）                                ５人増 

◆ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための体制強化（政策財務部財産管理課）  １人増 

 

◇ 減員 計６７人 

（主な理由等） 

◆ 一志こども園の開園に伴う事業の分離（健康福祉部保育園及び教育委員会事務局幼稚園）  ２０人減【再掲】 

◆ 組織の改編に伴う職員数の減（スポーツ文化振興部国体・障害者スポーツ推進室）     １３人減【再掲】 

◆ 幼稚園の閉園及び休園等に伴う職員数の減（教育委員会幼稚園）             ６人減 

◆ 用地・地籍調査推進課への用地の管理及び財産処分に関する事務等の移管による職員数の減 

（建設部建設政策課）                                 ３人減 

◆ 給食提供の共同化による調理業務の効率化に伴う職員数の減（教育委員会小学校）   ３人減 

 



内　　　　示

（一般行政職員等）

津　　　　　市



人 人 人 人 人 人 人

部 次 長 級 14 5 8 3 9 39

課 長 級 6 16 28 6 56

担 当 主 幹 級 21 10 63 17 3 20 134

担 当 副 主 幹 等 32 5 55 11 2 8 113

主 査 等 8 5 71 7 3 10 104

主 任 30 1 19 50

一 般 職 員 39 4 81 8 89 10 231

計 122 50 337 48 97 88 742

             人 事 異 動（平成３１年４月１日付け）
             新 規 採 用（平成３１年４月１日付け） 職員数集計表
             勤 務 延 長（平成３１年３月３１日付け）
             退　   　職（平成３１年３月３１日付け）

一般行政職員等
（消防職・短期大学教員・教職関係を除く。津市立幼保連携型認定こども園関係含む。）

採　用 退　職 計区　　　　　分 昇　任
昇　任
配置換

配置換 その他

6 15部 長 級 2 5 1 1



新　　任 氏　　名 旧　　任

部長級

配置換等

農林水産部長 小畑　種稔 監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長

昇任

政策財務部担当理事･土地開発公社派遣 伊藤　秀利 危機管理部次長

市民部長 武川　明広 白山総合支所長

国体･障害者スポーツ大会推進局長 小宮　伸介 スポーツ文化振興部次長

健康福祉部担当理事･三重県後期高齢者医療広域連
合派遣

勝田　秀貴
健康福祉部担当参事･三重県後期高齢者医療広域連
合派遣

ボートレース事業部長 内田　博久 芸濃総合支所長

三重短期大学事務局長 澤井　尚 商工観光部次長

監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長 南条　弥生 教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事

部次長級

配置換等

政策財務部税務担当参事(兼)特別滞納整理推進担当
参事･収税課長

家城　覚
総務部調達契約担当参事(兼)公共工事総合評価担当
参事･調達契約課長

危機管理部次長 玉木　幸樹 健康福祉部地域包括ケア推進担当参事

市民部男女共同参画担当参事(兼)男女共同参画室長 樋口　智子
スポーツ文化振興部スポーツ振興担当参事(兼)ス
ポーツ振興課長

スポーツ文化振興部次長(兼)スポーツ振興課長 別府　敏 都市計画部都市政策担当参事(兼)都市政策課長

健康福祉部こども政策担当参事 鎌田　光昭 健康福祉部こども政策担当参事(兼)子育て推進課長

商工観光部次長 岡　則幸 政策財務部財政担当参事(兼)財政課長

都市計画部都市政策担当参事(兼)都市政策課長 草深　寿雄 商工観光部観光振興担当参事(兼)観光振興課長

都市計画部津駅前北部土地区画整理担当参事(兼)津駅前
北部土地区画整理事務所長･総務部設計審査担当参事

田中　泰行
都市計画部津駅前北部土地区画整理担当参事(兼)津
駅前北部土地区画整理事務所長

美里総合支所長 平井　徳昭 水道局営業担当参事(兼)営業課長

教育委員会事務局給食改革担当参事(兼)一志学校給
食センター

西口　哲司
教育委員会事務局給食改革担当参事(兼)中央学校給
食センター

人事異動（平成３１年４月１日付け）

新規採用（平成３１年４月１日付け）

勤務延長（平成３１年３月３１日付け）

一般行政職員等(消防職･短期大学教員･教職関係を除く。)

退　　職（平成３１年３月３１日付け）

     内　　示
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新　　任 氏　　名 旧　　任

教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事 青山　友理子 市民部市民担当参事(兼)市民課長

昇任

政策財務部渉外担当参事(兼)秘書課長 稲垣　篤哉 秘書課長

政策財務部政策担当参事(兼)政策課長 濵田　耕二 政策課長

政策財務部資産税担当参事(兼)資産税課長 橋本　知巳 久居総合支所地域振興課財産管理担当副参事

総務部法務担当参事(兼)法務室長 鎌田　健一 法務室長(兼)法務担当主幹

総務部人事担当参事(兼)人事課長 田中　啓介 人事課長

市民部市民担当参事(兼)市民課長 木村　みどり 監査事務局次長

国体･障害者スポーツ大会推進局次長(兼)総務企画
課長

川合　毅 国体･障害者スポーツ大会推進室長

農林水産部農業基盤整備担当参事(兼)農業基盤整備
課長

佐藤　雅英 農業基盤整備課長

都市計画部開発指導担当参事(兼)総務部設計審査担
当参事

長谷　和哉 開発指導室長(兼)調達契約課設計審査担当副参事

建設部用地･地籍調査推進担当参事(兼)用地･地籍調
査推進課長

後藤　誠 用地･地籍調査推進室長

久居総合支所地域振興担当参事(兼)地域振興課長
(併)選挙管理委員会事務局

浅生　伸之
久居総合支所地域振興課長(兼)久居体育館長(併)選
挙管理委員会事務局

芸濃総合支所長 豊濱　博幸 こども支援課長

香良洲総合支所長 辻村　繁之
香良洲総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)
選挙管理委員会事務局

一志総合支所長 奥野　芳章 美杉総合支所地域振興課危機管理担当副参事

白山総合支所長 鈴木　理也 白山総合支所地域振興課危機管理担当副参事

美杉総合支所長(兼)都市計画部名松線推進担当参事 中林　生公 美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副参事

水道局営業担当参事(兼)営業課長 奥村　登志男 水道総務課契約財産担当副参事

下水道局下水道施設担当参事(兼)下水道施設課長･中央浄化セン
ター所長･浄化センター管理担当主幹(併)総務部設計審査担当参事 渡辺　美之

下水道施設課長(兼)中央浄化センター所長･浄化センター
管理担当主幹(併)調達契約課設計審査担当副参事

教育委員会事務局給食担当参事 真柄　利光
教育総務課給食担当副参事(兼)中央学校給食セン
ター所長

課長級

配置換等

福祉政策課担当副参事･三重県後期高齢者医療広域
連合派遣

藤田　善樹
芸濃総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長･芸濃コミュ
ニティセンター館長(併)選挙管理委員会事務局

子育て推進課長 水野　浩哉 久居総合支所市民課長

こども支援課長 山口　尚利 高齢福祉課長

高齢福祉課長 渥美　雄二 事業推進課長
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新　　任 氏　　名 旧　　任

観光振興課長 川原田　吉光 地域連携課長

開発指導室長(兼)調達契約課設計審査担当副参事 市川　浩司 下水道総務課生活排水推進担当副参事

建設政策課長 濵地　秀幸
教育総務課経理･指導担当副参事(兼)香良洲教育事
務所長

河川排水推進室長(兼)調達契約課設計審査担当副参
事

谷中　勝則 津南工事事務所管理担当副参事

市営住宅課市営住宅維持担当副参事(兼)調達契約課
設計審査担当副参事

橋本　勝人
市営住宅課住宅施策担当副参事(兼)市営住宅維持担
当副参事･調達契約課設計審査担当副参事

津北工事事務所管理担当副参事 前川　英司 津北工事事務所維持担当副参事

津北工事事務所維持担当副参事(兼)調達契約課設計
審査担当副参事

水谷　誠 河川排水推進室長

津南工事事務所管理担当副参事 中村　和広
津北工事事務所管理担当副参事(兼)調達契約課設計
審査担当副参事

事業推進課長 澤口　太 市民交流課長

芸濃総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長･芸濃コミュ
ニティセンター館長(併)選挙管理委員会事務局

佐野　雅彦 芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 小林　久晃 安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

美里総合支所地域振興課危機管理担当副参事 岩脇　里司 美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 江﨑　浩昭 援護課生活困窮者自立相談支援担当副参事

安濃総合支所市民福祉課長(兼)安濃福祉センター所
長

古市　和久 福祉政策課長

香良洲総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)
選挙管理委員会事務局

奥野　昌也 香良洲総合支所市民福祉課長

香良洲総合支所市民福祉課長 小津　充弘 香良洲総合支所地域振興課危機管理担当副参事

一志総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

宮田　真伸
安濃総合支所市民福祉課長(兼)安濃福祉センター所
長

白山総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

前田　宏樹
白山総合支所市民福祉課長(兼)白山保健福祉セン
ター所長

美杉総合支所地域振興課危機管理担当副参事 芝山　秀樹 白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副参事 今井　啓人 美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

下水道総務課生活排水推進担当副参事 伊藤　公一
建設政策課調査担当副参事(兼)調達契約課設計審査
担当副参事

議会総務課長 川出　浩也 人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事

久居教育事務所長 木下　修 美杉総合支所市民福祉課長

監査事務局次長 加藤　雅司 議会総務課長

昇任

財政課長 長脇　弘幸 秘書課調整･秘書担当主幹(兼)渉外担当主幹

人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事 杉下　照幸 人事課研修担当主幹(兼)人材評価担当主幹

調達契約課長(兼)調達契約課公共工事総合評価担当
副参事

江川　和宏 建設政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員
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市民交流課長 髙木　伸幸 事業推進課調整･企画広報担当主幹

地域連携課長 小橋　毅 財産管理課担当主幹･土地開発公社派遣

競技運営課長 奥村　昌弘
市民税課諸税担当主幹(兼)税政担当主幹･市民税担
当主幹

福祉政策課長 渡邉　進 福祉政策課地域福祉担当主幹

援護課生活困窮者自立相談支援担当副参事 中原　賢二 援護課調整･相談･支援担当主幹

建築指導課建築確認担当副参事 秋田　道康
建築指導課調整･建築指導担当主幹(兼)建築安全･耐
震担当主幹

久居総合支所地域振興課財産管理担当副参事 横井　武 事業推進課投票･警備担当主幹

久居総合支所市民課長 冨田　正明 危機管理課調整･危機管理担当主幹(兼)企画員

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 若林　勤也 河芸総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹

香良洲総合支所地域振興課危機管理担当副参事 前田　健 農林水産政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 上川　幸則
生涯学習課調整･生涯学習振興担当主幹(併)男女共
同参画室男女共同参画担当主幹

白山総合支所地域振興課危機管理担当副参事 嶋田　浩幸 文化振興課施設担当主幹(兼)リージョンプラザ館長

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 木下　誠 白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹

白山総合支所市民福祉課長(兼)白山保健福祉セン
ター所長

藤田　千晃
美杉総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 長谷川　勝由 工務課調整･調査･維持担当主幹

美杉総合支所市民福祉課長 井上　博之
美杉総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹(兼)福
祉担当主幹

水道総務課契約財産担当副参事 稲森　文彦 上下水道事業管理室調整･経営計画担当主幹

教育総務課経理･指導担当副参事(兼)香良洲教育事
務所長

倉田　幸果 市民課調整･企画管理･斎場担当主幹(兼)企画員

担当主幹

配置換等

秘書課調整･秘書担当主幹(兼)渉外担当主幹 安田　幸則 観光振興課調整･観光管理担当主幹

市民税課調整･税政担当主幹 藤森　美穂子 教育研究支援課調整･教育研究担当主幹

市民税課諸税担当主幹(兼)市民税担当主幹 西口　昌孝 生涯学習課公民館事業担当主幹

市民税課担当主幹･津商工会議所派遣 平松　三恵 市民税課市民税担当主幹

資産税課土地担当主幹 大垣内　俊行 政策課調整･政策担当主幹(兼)企画員

資産税課担当主幹･宮城県亘理郡山元町派遣 長谷川　年樹 資産税課土地担当主幹

収税課調整･整理担当主幹 前川　尚貴 収税課徴収担当主幹

検査課技術管理担当主幹(兼)調達契約課設計審査担
当主幹

谷口　浩規 津北工事事務所維持担当主幹
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危機管理課調整･危機管理担当主幹(兼)企画員 谷口　辰也 援護課保護担当主幹

市民課調整･企画管理･斎場担当主幹(兼)企画員 林　桂子
市民交流課多文化共生担当主幹(兼)国際･国内交流
担当主幹

市民交流課多文化共生担当主幹(兼)国際･国内交流
担当主幹

山口　直美 人事課担当主幹･自治体国際化協会派遣

文化振興課施設担当主幹(兼)リージョンプラザ館長 坂口　剛
一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

文化振興課文化ホール施設担当主幹 服部　晃久 経営支援課担当主幹･津商工会議所派遣

総務企画課調整･総務企画担当主幹 今井　博之
香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(併)選挙管
理委員会事務局

競技運営課調整･競技運営担当主幹 黒川　浩伸 久居総合支所福祉課調整･福祉担当主幹

環境政策課環境共生担当主幹 瀬田　義久
こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支援セ
ンター所長

子育て推進課保育担当主幹(兼)観音寺保育園長 杉谷　明美 子育て推進課保育担当主幹(兼)ひとみね保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)高洲保育園長 澤田　知子 子育て推進課保育担当主幹(兼)安濃保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)乙部保育園長 矢島　聖子 子育て推進課保育担当主幹(兼)高洲保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)ひとみね保育園長 小畑　直美 子育て推進課保育担当主幹(兼)川合保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)千里ヶ丘保育園長 横地　美香 子育て推進課保育担当主幹(兼)観音寺保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)安濃保育園長 井田　真紀 子育て推進課保育担当主幹(兼)千里ヶ丘保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)八知保育園長 稲垣　照代 子育て推進課保育担当主幹(兼)上野保育園長

子育て推進課こども園担当主幹(兼)白山こども園副
園長

倉田　陽子 子育て推進課保育担当主幹(兼)乙部保育園長

こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支援セ
ンター所長

山下　貴史 子育て推進課保育担当主幹

高齢福祉課調整･高齢福祉担当主幹 山川　晶子 高齢福祉課高齢福祉担当主幹

地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当主幹(兼)
地域包括支援センター

長谷川　義記 地域包括ケア推進室医療介護連携推進担当主幹

援護課調整･相談･支援担当主幹 青木　芳光 援護課保護担当主幹

介護保険課認定審査担当主幹 新　なおみ
介護保険課認定審査担当主幹(兼)地域包括ケア推進室地
域包括ケア推進担当主幹･地域包括支援センター

健康づくり課保健指導担当主幹 岡林　洋子
健康づくり課保健指導担当主幹(兼)久居保健セン
ター

観光振興課調整･観光管理担当主幹 真田　貴之 都市政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員

農林水産政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 福田　省吾
農林水産政策課農業振興担当主幹(兼)獣害対策担当
主幹

都市政策課都市整備･新都心軸担当主幹 杉山　美紀 高齢福祉課調整･高齢福祉担当主幹

建築指導課調整･建築指導担当主幹(兼)建築安全･耐
震担当主幹

林　義大 建築指導課建築審査担当主幹

建築指導課建築審査担当主幹 小濵　守
市営住宅課住宅施策担当主幹(兼)市営住宅維持担当
主幹･入居担当主幹

建設政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 山村　武寛 都市政策課都市整備･新都心軸担当主幹

建設政策課調査担当主幹 藤原　裕次 津北工事事務所調整･管理担当主幹
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用地･地籍調査推進課調整･用地担当主幹 長井　弘紀 用地･地籍調査推進室用地担当主幹

用地･地籍調査推進課用地担当主幹 川合　利和 建設政策課調査担当主幹

用地･地籍調査推進課地籍調査推進担当主幹 塩谷　公男 下水道総務課生活排水推進担当主幹

建設整備課道路整備担当主幹(兼)特定事業推進担当
主幹

三宅　正則
検査課技術管理担当主幹(兼)調達契約課設計審査担
当主幹

営繕課建築営繕担当主幹(併)土地開発公社 成相　公洋 営繕課建築営繕担当主幹

事業推進課投票･警備担当主幹 田山　文也 収税課調整･整理担当主幹

久居総合支所地域振興課環境担当主幹 野村　日鶴 教育総務課経理･指導担当主幹

久居総合支所市民課市民担当主幹 一志　泰 美里総合支所市民福祉課福祉担当主幹

河芸総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

長井　新治
河芸総合支所地域振興課地域支援担当主幹(兼)人権
啓発担当主幹

河芸総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹 内藤　義則 芸濃教育事務所調整･教育総務担当主幹

芸濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹(兼)錫杖
湖水荘

吉川　雅德
香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地域振
興担当主幹･人権啓発担当主幹

芸濃総合支所市民福祉課福祉担当主幹(兼)市民担当
主幹

奥山　美幸 芸濃総合支所市民福祉課福祉担当主幹

美里総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)人権啓発
担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

西出　和司 久居総合支所地域振興課地域振興担当主幹

美里総合支所市民福祉課福祉担当主幹 倉田　真二 教育総務課給食担当主幹(兼)中央学校給食センター

安濃総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地域企画
員･地域振興担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

豊田　法生 安濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹

安濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹 谷口　竜二郎 久居総合支所市民課市民担当主幹

香良洲総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)
地域企画員(併)選挙管理委員会事務局

後藤　啓太
香良洲総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)
地域企画員

香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地域振
興担当主幹･人権啓発担当主幹

北山　良樹
地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当主幹(兼)
地域包括支援センター

美杉総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

溝口　咲子 一志教育事務所調整･教育総務担当主幹

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

磯田　秀和 農業基盤整備課基盤整備計画担当主幹

上下水道事業管理室調整･経営計画担当主幹 日比　孝明 農林水産政策課担当主幹･三重県農業共済組合派遣

工務課調整･調査･維持担当主幹 中北　元幸 建設政策課調査担当主幹

下水道総務課生活排水推進担当主幹 高山　知之 用地･地籍調査推進室用地担当主幹

消防救急課調整･警防担当主幹(兼)消防救助担当主幹･消
防総務課(併)防災室災害対策担当主幹

佐藤　敦 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課(兼)消防総務課

通信指令課副司令官 米本　史雄
消防救急課調整･警防担当主幹(兼)消防救助担当主
幹(併)防災室災害対策担当主幹

会計管理室調整･出納担当主幹(兼)企画員 西川　敦子 久居総合支所地域振興課環境担当主幹

会計管理室審査担当主幹 加納　直樹 会計管理室調整･出納担当主幹(兼)企画員

教育総務課経理･指導担当主幹 中条　尚美 保険医療助成課保険担当主幹

教育総務課給食担当主幹(兼)中央学校給食センター
所長

川北　江利子 河芸総合支所市民福祉課福祉担当主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

学校教育課調整･学校教育担当主幹 福岡　恵美 人権教育課人権教育担当主幹

川合幼稚園長 久保田　智子
子育て推進課こども園担当主幹(兼)香良洲浜っ子幼
児園副園長

教育研究支援課調整･教育研究担当主幹 藤具　佐奈江 学校教育課調整･学校教育担当主幹

人権教育課人権教育担当主幹 谷本　聖美 スポーツ振興課企画管理･事業担当主幹

生涯学習課調整･生涯学習振興担当主幹(併)男女共
同参画室男女共同参画担当主幹

小川　幸則
美里総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)人権啓発
担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

生涯学習課公民館事業担当主幹 紀平　雅彦 白山教育事務所調整･教育総務担当主幹

久居教育事務所調整･学校教育･人権教育担当主幹 大西　康裕 久居教育事務所学校教育･人権教育担当主幹

久居教育事務所学校教育･人権教育担当主幹 大橋　律子 会計管理室審査担当主幹

芸濃教育事務所調整･教育総務担当主幹 不破　孝幸 国体･障害者スポーツ大会推進室総務担当主幹

美里教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)美里ふ
るさと資料館長

池田　良孝
美里教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)美里ふ
るさと資料館長･美里図書館長

一志教育事務所調整･教育総務担当主幹 北浦　雅代
久居総合支所地域振興課総務担当主幹(併)選挙管理
委員会事務局

白山教育事務所調整･教育総務担当主幹 谷川　玉枝
白山教育事務所教育総務担当主幹(兼)白山郷土資料
館長

美杉教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)八知公
民館長･美杉ふるさと資料館長･津図書館美杉図書室

藤田　泰大
美杉総合支所地域振興課人権啓発担当主幹(兼)美杉
人権センター館長

昇任

政策課調整･政策担当主幹(兼)企画員 フォレスト　幹子 政策課政策担当副主幹

政策課政策担当主幹 森川　和敏 政策課政策担当副主幹

市民税課市民税担当主幹 中西　智徳 市民税課市民税担当副主幹

収税課徴収担当主幹 藪　宏明 久居総合支所市民課市民担当副主幹

法務室法務担当主幹 淺沼　洋介 法務室法務担当副主幹

地域連携課地域政策担当主幹(兼)広聴相談担当主幹 江角　綾子
地域連携課地域政策担当副主幹(兼)広聴相談担当副
主幹

スポーツ振興課企画管理･事業担当主幹 舟橋　裕子 スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹

競技運営課競技運営担当主幹 前田　浩司 国体･障害者スポーツ大会推進室競技担当副主幹

福祉政策課地域福祉担当主幹 加藤　充孝 環境政策課資源循環推進担当副主幹

子育て推進課保育担当主幹(兼)上野保育園長 光本　佳代 高野保育園副主幹主任保育士

子育て推進課保育担当主幹(兼)川合保育園長 野末　暢美 北口保育園副主幹主任保育士

子育て推進課こども園担当主幹(兼)香良洲浜っ子幼
児園副園長

信田　直子 香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭

高齢福祉課高齢福祉担当主幹 新山　雅人 高齢福祉課高齢福祉担当副主幹

障がい福祉課調整･障がい福祉担当主幹 堀川　義隆 障がい福祉課障がい福祉担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

障がい福祉課障がい福祉担当主幹 山脇　由佳 障がい福祉課障がい福祉担当副主幹

援護課保護担当主幹 野島　隆則 援護課保護担当副主幹

援護課保護担当主幹 松長　伸 援護課保護担当副主幹

援護課保護担当主幹 森平　敦史 援護課保護担当副主幹

保険医療助成課保険担当主幹 神田　敦史 保険医療助成課保険担当副主幹

健康づくり課保健指導担当主幹(兼)久居保健セン
ター

別府　由紀
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)中央保健セン
ター･男女共同参画室男女共同参画担当副主幹

農林水産政策課農業振興担当主幹(兼)獣害対策担当
主幹

後藤　弘一
農林水産政策課農業振興担当副主幹(兼)獣害対策担
当副主幹

都市政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 駒田　直紀 財政課財政担当副主幹

津駅前北部土地区画整理事務所補償担当主幹 小林　淳子 地域調整室地域調整担当副主幹

事業調整室事業調整担当主幹 澤岸　慎也 事業調整室事業調整担当副主幹

津北工事事務所調整･管理担当主幹 樋口　雅大 津北工事事務所管理担当副主幹

津南工事事務所維持担当主幹 安木　作 津南工事事務所維持担当副主幹

事業推進課調整･企画広報担当主幹 畑　充彦 事業推進課企画広報担当副主幹

久居総合支所地域振興課総務担当主幹(併)選挙管理
委員会事務局

豊住　和美 久居総合支所地域振興課総務担当副主幹

久居総合支所福祉課調整･福祉担当主幹 秋山　晴美 久居総合支所福祉課福祉担当副主幹

美杉総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹(兼)福
祉担当主幹

芝山　由佳子
美杉総合支所地域振興課総務担当副主幹(併)選挙管
理委員会事務局

営業課調整･料金担当主幹 南部　幸子 市民課住民窓口担当副主幹

担当副主幹等

配置換等

市民税課市民税担当副主幹 梅谷　暢子 久居総合支所地域振興課産業振興担当副主幹

市民税課市民税担当副主幹 駒田　敬彦
消防総務課消防管理担当副主幹(併)危機管理課危機
管理担当副主幹

市民税課市民税担当副主幹 八太　伸介 香良洲総合支所地域振興課地域支援担当副主幹

収税課整理担当副主幹 藤井　香里 環境保全課環境衛生担当副主幹

人事課研修担当副主幹(兼)人事政策担当副主幹 岡田　東久 文化振興課文化ホール施設担当副主幹

人事課担当副主幹･自治体国際化協会派遣 西　浩子 東京事務所担当副主幹･自治体国際化協会派遣

情報企画課企画運用担当副主幹 岡田　拓也 介護保険課介護保険担当副主幹

市民課住民窓口担当副主幹 内田　泰豊 保険医療助成課保険担当副主幹

地域連携課対話連携担当副主幹 坂本　佐知 市民課住民窓口担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

地域連携課対話連携担当副主幹 松尾　辰彦 市営住宅課入居担当副主幹

アストプラザ アストプラザ管理担当副主幹(併)橋
北公民館

三村　有紀 津図書館図書館管理担当副主幹

スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹 峯田　尚徳 農林水産政策課農業振興担当副主幹

総務企画課総務企画担当副主幹 多羅尾　祐介 人事課給与厚生担当副主幹

競技運営課競技運営担当副主幹 野田　恵実 保険医療助成課福祉医療費担当副主幹

環境政策課資源循環推進担当副主幹 岡野　徳之 子育て推進課保育担当副主幹

子育て推進課保育担当副主幹 田辺　隆志 津駅前北部土地区画整理事務所補償担当副主幹

(組合専従)
高齢福祉課高齢福祉担当副主幹

上野　督 高齢福祉課高齢福祉担当副主幹

保険医療助成課管理･年金担当副主幹 鈴木　理絵 地域連携課対話連携担当副主幹

保険医療助成課福祉医療費担当副主幹 内藤　美幸 安濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)中央保健セン
ター･男女共同参画室男女共同参画担当副主幹

一村　孝枝
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)中央保健セン
ター

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)一志保健セン
ター

鳥井　真美
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)久居保健セン
ター

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)美杉保健セン
ター

西川　祥子
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)白山保健セン
ター

農林水産政策課農業振興担当副主幹(兼)獣害対策担
当副主幹

関岡　宏幸 生涯学習課青少年担当副主幹(兼)青少年センター

農業基盤整備課基盤整備計画担当副主幹 加藤　愛
農業基盤整備課基盤整備計画担当副主幹(兼)津北工
事事務所維持担当副主幹

農業基盤整備課基盤整備計画担当副主幹 堀田　祐治
アストプラザ アストプラザ管理担当副主幹(併)橋
北公民館

用地･地籍調査推進課地籍調査推進担当副主幹 眞柄　隆史 資産税課土地担当副主幹

建設整備課道路整備担当副主幹 林　敬史 検査課担当副主幹･宮城県東松島市派遣

津北工事事務所管理担当副主幹 野田　のり子
津南工事事務所維持担当副主幹(兼)検査課設計積算
システム担当副主幹

津北工事事務所管理担当副主幹 松村　太郎 下水道建設課維持担当副主幹

津北工事事務所維持担当副主幹 村田　展拡 下水道建設課建設担当副主幹

津南工事事務所管理担当副主幹 山路　充洋 開発指導室開発指導担当副主幹

津南工事事務所維持担当副主幹(兼)検査課設計積算
システム担当副主幹

大井　清 津南工事事務所維持担当副主幹

津南工事事務所維持担当副主幹 小畑　豊 美杉総合支所地域振興課地域支援担当副主幹

久居総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)久居体
育館

赤根　潤
芸濃総合支所地域振興課地域支援担当副主幹(兼)錫
杖湖水荘

久居総合支所地域振興課地域振興担当副主幹 大倉　千佳 保険医療助成課管理･年金担当副主幹

久居総合支所地域振興課地域インフラ担当副主幹 田中　和典 環境事業課指導･事業担当副主幹

久居総合支所生活課人権啓発担当副主幹 駒田　元彦 援護課保護担当副主幹

河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)地域支
援担当副主幹

伊藤　美帆 河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)人権啓
発担当副主幹

野田　和正 河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹

安濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 土井　たまき 河芸教育事務所教育総務担当副主幹

香良洲総合支所地域振興課地域支援担当副主幹 濱村　章史 香良洲総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹
(併)農業委員会事務局

柴山　勝彦 一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹 滝沢　隆喜 事業推進課投票･警備担当副主幹

一志総合支所市民福祉課市民担当副主幹 伊藤　純子 一志総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹 城谷　貴穂 国体･障害者スポーツ大会推進室総務担当副主幹

美杉総合支所地域振興課地域支援担当副主幹 下里　学
下水道建設課維持担当副主幹(兼)下水道総務課生活
排水推進担当副主幹

美杉総合支所地域振興課人権啓発担当副主幹(兼)美
杉人権センター館長

前田　憲一 美杉総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

美杉総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 加藤　亜希 生涯学習課青少年担当副主幹(兼)青少年センター

工務課調査･維持担当副主幹 波多野　淳也 下水道建設課建設担当副主幹

下水道総務課生活排水推進担当副主幹 長谷川　拓也
建設整備課道路整備担当副主幹(兼)特定事業推進担
当副主幹

下水道建設課維持担当副主幹(兼)下水道総務課生活
排水推進担当副主幹

納富　宏幸 国体･障害者スポーツ大会推進室競技担当副主幹

下水道施設課施設担当副主幹 加納　良司
営繕課設備担当副主幹(兼)事業推進課施設･整備担
当副主幹

下水道施設課施設担当副主幹 村木　庸彦 教育総務課施設担当副主幹

教育総務課企画管理担当副主幹 藤原　亜沙子
教育総務課企画管理担当副主幹(併)国体･障害者ス
ポーツ大会推進室総務担当副主幹

生涯学習課文化財担当副主幹 石淵　誠人 生涯学習課文化財担当副主幹(兼)美杉教育事務所

白山教育事務所教育総務担当副主幹 新屋　吉隆 芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹

昇任

市民税課市民税担当副主幹 土田　仁美 市民税課主査

資産税課家屋担当副主幹(兼)土地担当副主幹 古市　俊輔 資産税課主査

収税課整理担当副主幹 長太　克敏 収税課主査

収税課徴収担当副主幹 中村　剛之 収税課主査

スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹 立山　博宣 スポーツ振興課主査

環境事業課指導･事業担当副主幹 木崎　秀人 環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長

環境事業課指導･事業担当副主幹(兼)環境政策課 谷　広喜 環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長

子育て推進課保育担当副主幹 井川　裕子 子育て推進課主査

子育て推進課保育担当副主幹 裏川　隆 福祉監査室主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

子育て推進課保育担当副主幹 中村　奈緒 子育て推進課主査

子育て推進課保育担当副主幹 宮本　徳仁
福祉政策課主査･三重県後期高齢者医療広域連合派
遣

障がい福祉課障がい福祉担当副主幹 片山　織江 障がい福祉課主査

援護課保護担当副主幹 山本　涼介 援護課主査

介護保険課介護保険担当副主幹 鈴木　弘一 介護保険課主査

保険医療助成課保険担当副主幹(兼)国民健康保険竹
原診療所

今井　昭子 保険医療助成課主査(兼)国民健康保険竹原診療所

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)安濃保健セン
ター

松本　順子 健康づくり課主査(兼)安濃保健センター

経営支援課経営支援担当副主幹(兼)ビジネスサポー
トセンター

冨永　健之 経営支援課主査(兼)ビジネスサポートセンター

市営住宅課住宅施策担当副主幹 川出　富士雄 市営住宅課主査

津南工事事務所補修担当副主幹(兼)津北工事事務所
補修担当副主幹

池田　忍
東橋内中学校主任技能員(兼)教育総務課施設担当技
能長

津南工事事務所補修担当副主幹(兼)津北工事事務所
補修担当副主幹

水谷　靖
津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

事業推進課投票･警備担当副主幹 芝田　弥喜 事業推進課投票･警備担当技能長

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹 服部　顕 安濃総合支所地域振興課副主幹

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹
(併)農業委員会事務局

横井　宏和 安濃総合支所地域振興課主査

香良洲総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 葛井　ひとみ 香良洲総合支所市民福祉課副主幹

一志総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 野末　覚 一志総合支所市民福祉課副主幹

白山総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 松本　和子 白山総合支所市民福祉課主査

美杉総合支所地域振興課総務担当副主幹(併)選挙管
理委員会事務局

渡邊　紘子 美杉総合支所地域振興課主査

消防総務課消防政策担当副主幹(併)危機管理課危機
管理担当副主幹

北川　慶彦 消防総務課主査(併)危機管理課主査

白山教育事務所教育総務担当副主幹(兼)白山公民館 山根　美保 白山教育事務所副主幹(兼)白山公民館

配置換等

子育て推進課副主幹主任保育士 豊田　粧美 相愛保育園副主幹主任保育士

中央保育園副主幹主任保育士 後藤　泰子 川合保育園副主幹主任保育士

雲出保育園副主幹主任保育士 後久　早江 子育て推進課副主幹主任保育士

北口保育園副主幹主任保育士 野田　直美 中央保育園副主幹主任保育士

北口保育園副主幹主任保育士(併)学校教育課副主幹 長谷川　真弓 高茶屋幼稚園主任

香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭 髙岸　有美 高岡幼稚園主任

河芸総合支所地域振興課副主幹(併)選挙管理委員会
事務局

中野　浩征 安濃総合支所地域振興課副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

芸濃総合支所市民福祉課副主幹 清水　有紀
河芸総合支所地域振興課副主幹(併)選挙管理委員会
事務局

一身田中学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･施
設担当技能長

猪島　克
橋北中学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･施設
担当技能長

昇任

環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長 中根　睦 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長 松見　輝之 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

橋南保育園副主幹主任保育士 松本　美香 橋南保育園主査主任保育士

野村保育園副主幹主任保育士 小西　仁美 野村保育園主査主任保育士

八知保育園副主幹主任保育士 海野　可奈 八知保育園主査主任保育士

こども支援課副主幹主任保育士 前川　香 こども支援課主査主任保育士

浄水課副主幹(兼)浄水担当技能長 谷　薫 工務課調査･維持担当技能長

椋本幼稚園主任(併)子育て推進課副主幹主任保育士 小林　千恵 椋本幼稚園主任(併)子育て推進課主査主任保育士

主査等

配置換等

東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防総務課主
査

前野　雄二 白山消防署(庶務予防担当)主査

人事課主査 森　大志 会計管理室主査

地域調整室主査 濱田　伸子 市民税課主査

総務企画課主査 江副　諭 企業誘致課主査(兼)ビジネスサポートセンター

競技運営課主査 小林　泰之 国体･障害者スポーツ大会推進室主査

競技運営課主査 新谷　健人 国体･障害者スポーツ大会推進室主査

競技運営課主査 中村　真紀 上下水道事業管理室主査

環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員 津田　嘉門 久居総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長

子育て推進課主査 黒澤　優 地域連携課主査

栗真保育園主査 後久　智子 白山こども園主査

相愛保育園主査主任保育士 酒德　まき 北部保育園主査主任保育士

中央保育園主査 稲垣　早耶香 栗真保育園主査

乙部保育園主査 玉城　千晶 相愛保育園主査

乙部保育園主査 山田　智子 橋南保育園主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

高茶屋保育園主査主任保育士 諸戸　由美子 川合保育園主査

高茶屋保育園主査 渡邉　真由 立誠保育園主査

北部保育園主査主任保育士 坂野　紗里衣 雲出保育園主査主任保育士

野村保育園主査 奥田　弓絵 こべき保育園主査

千里ヶ丘保育園主査 野島　春美 芸濃保育園主査

上野保育園主査 川内　香奈 栗真保育園主査

上野保育園主査 米川　秀 中央保育園主査

芸濃保育園主査 斎藤　恵未 椋本幼稚園教諭(併)子育て推進課主査

安濃保育園主査 市川　由花 栗真保育園主査

安濃保育園主査 柴田　郁絵 観音寺保育園主査

安濃保育園主査 宮下　真奈 上野保育園主査

川合保育園主査主任保育士 山﨑　友明 津みどりの森こども園主査

川合保育園主査 梅田　静夏 高野保育園主査

白山こども園主査 今井　優香里 香良洲浜っ子幼児園主査

白山こども園主査 川本　美佳 野村保育園主査

こども支援課主査 鈴木　喬 こども支援課主査(兼)児童発達支援センター

こども支援課主査(兼)児童発達支援センター主任保
育士

原　しのぶ こども支援課主査(兼)児童発達支援センター

障がい福祉課主査 加藤　浩道 議事課主査

障がい福祉課主査 川端　輝 収税課主査

障がい福祉課主査 山路　雄也 援護課主査

援護課主査 立松　勇紀 こども支援課主査

健康づくり課主査(兼)中央保健センター 木戸　香 健康づくり課主査(兼)一志保健センター

経営支援課主査(兼)ビジネスサポートセンター 吉村　賢太郎 財産管理課主査

農林水産政策課主査(併)選挙管理委員会事務局 本多　裕樹 行政経営課主査(併)選挙管理委員会事務局

農業基盤整備課主査(兼)検査課主査 西山　直樹 農業基盤整備課主査

農業基盤整備課主査 堀井　清太
(組合専従)
農業基盤整備課主査

都市政策課主査･国土交通省派遣 水谷　聡志 都市政策課主査

用地･地籍調査推進課主査 片岡　誠治 建設政策課主査

建設整備課主査･宮城県東松島市派遣 三瀬　順子 建設整備課主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

市営住宅課主査 谷出　克章 営繕課主査

営繕課主査(兼)事業推進課主査 世古　直輝 環境施設課主査

津北工事事務所主査 小林　駿一
農業基盤整備課主査(兼)検査課主査･津南工事事務
所主査

津北工事事務所主査 西山　大路 津南工事事務所主査(兼)防災室主査

事業推進課主査 岸江　直彦 危機管理課主査

久居総合支所地域振興課主査 中山　真一郎 白山総合支所地域振興課主査

久居総合支所地域振興課主査 若松　義男 農業委員会事務局主査

河芸総合支所地域振興課主査 末廣　健太郎 特別滞納整理推進室主査

河芸総合支所市民福祉課主査 國枝　和代 芸濃総合支所市民福祉課主査

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 松見　守 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

香良洲総合支所市民福祉課主査 前山　広重 用地･地籍調査推進室主査

美杉総合支所地域振興課主査 沼田　孝行 援護課主査

上下水道事業管理室主査 稲垣　圭吾 人事課主査

営業課主査 向出　夏樹 美里総合支所地域振興課主査(併)農業委員会事務局

工務課主査 藤川　仁 津北工事事務所主査

下水道建設課主査 布川　貴英 津北工事事務所主査

予防課主査 松本　栄司
東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防総務課主
査

中消防署主査 小河　仁孝
東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消防総務課
主査

会計管理室主査 淺野　哲 東京事務所主査･地方公共団体金融機構派遣

教育総務課主査 紀平　篤史 収税課主査

学校教育課主査 山本　美穂 保険医療助成課主査

南立誠小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

田中　比呂子
一身田小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

高茶屋小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

植田　章子
南立誠小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

橋北中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課施設
担当技能長

雲井　明
敬和小学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課施設
担当技能長

東橋内中学校主任技能員(兼)教育総務課施設担当技
能長

佐々　茂雄
津南工事事務所補修担当技能長(兼)津北工事事務所
補修担当技能長

南が丘中学校主任技能員(兼)技術員･施設担当技能
長

長谷川　一夫
白山こども園園児バス担当技能長(兼)技術員(併)白
山教育事務所

高茶屋幼稚園教諭(併)子育て推進課主査 服部　美輝 高茶屋保育園主査

生涯学習課主査(兼)青少年センター 増田　元 情報企画課主査

農業委員会事務局主査 増田　芳則 収税課主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

昇任

東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消防総務課
主査

西出　慶太 予防課消防士長

財産管理課車両管理担当技能長(兼)技能員 末廣　秀昭 財産管理課主任技術員(兼)技能員

環境事業課事業担当技能長 竹川　正治 環境事業課主任技能員(兼)技術員

環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員 本橋　良介 環境事業課主任技能員(兼)技術員

中央保育園主任技能員(兼)子育て推進課給食担当技
能長

岡田　恵津子 立誠保育園主任技能員

白山こども園園児バス担当技能長(兼)技術員(併)白
山教育事務所

田川　善巳
白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教育事
務所

津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

菊山　秀紀 津南工事事務所主任技能員(兼)津北工事事務所

津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

谷口　弘和 美里総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

久居総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長
(兼)技術員

奥田　宏 久居総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

工務課調査･維持担当技能長 松岡　泰成 工務課主任技能員(兼)技術員

片田浄水場浄水担当技能長 川喜田　利則 片田浄水場主任技能員(兼)技術員

消防団統括室主査 田中　貴史 調達契約課主事(併)消防総務課消防士長

養正小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技能
長

赤塚　里美 養正小学校主任技能員

主任

配置換等

文化振興課主任技能員(兼)リージョンプラザ･サン
ヒルズ安濃

谷　紀和 河芸総合支所地域振興課主任技能員

相愛保育園主任技能員 吉川　登木子 中央保育園主任技能員

乙部保育園主任技能員 福島　充子 橋南保育園主任技能員

雲出保育園主任技能員 和田　雅代 高茶屋保育園主任技能員

北部保育園主任技能員 田中　佐登美 津みどりの森こども園主任技能員

白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教育事
務所

干場　大作 久居西中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課

白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教育事
務所

前田　大輔 工務課主任技能員(兼)技術員

河芸総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 池田　裕也 美杉総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

芸濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 奥田　直昭
白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教育事
務所

美里総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 中尾　雅史 環境事業課主任技能員(兼)技術員

安濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 岡部　幸宏 東観中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課

白山総合支所地域振興課主任技能員 川北　洋行
白山総合支所地域振興課主任技能員(併)白山乳幼児
教育センター
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新　　任 氏　　名 旧　　任

美杉総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 曽根　一成
津南工事事務所主任技能員(兼)技術員･津北工事事
務所

片田浄水場主任技能員(兼)技術員 赤津　一弘 事業推進課主任技能員(兼)技術員

敬和小学校主任技能員(兼)教育総務課 多羅尾　和秀 片田浄水場主任技能員

育生小学校主任技能員 前田　初見 神戸小学校主任技能員

藤水小学校主任技能員 吉川　泉 敬和小学校主任技能員

安東小学校主任技能員 佐脇　真紗 新町小学校主任技能員

一身田小学校主任技能員 淡田　暁子 戸木小学校主任技能員

南が丘小学校主任技能員 岡本　美加 誠之小学校主任技能員

誠之小学校主任技能員 木口　明美
一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

黒田小学校主任技能員 加藤　ひとみ 朝陽中学校主任技能員

村主小学校主任技能員 山口　美保 育生小学校主任技能員

家城小学校主任技能員 淡島　美香 大三小学校主任技能員

久居西中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課 堀内　秀樹 南が丘中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課

東観中学校主任技能員 津山　純子 立成小学校主任技能員

白山中学校主任技能員 青木　寿巳子
一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

浅生　佳代 藤水小学校主任技能員

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

小林　恵美 家城小学校主任技能員

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

内藤　智子 南が丘小学校主任技能員

一般職員

配置換等

政策課主事 高須　憲央 東京事務所主事･国土交通省派遣

東京事務所主事･総務省派遣 田中　智也 障がい福祉課主事

東京事務所主事･国土交通省派遣 松下　善信 経営管理課主事

東京事務所主事･地方公共団体金融機構派遣 田中　裕貴 保険医療助成課主事

広報課主事 小西　智也 広報課主事補

財政課主事 中藪　大晃 経営支援課主事(兼)ビジネスサポートセンター

市民税課主事 斎藤　彩花 市民税課主事補

市民税課主事 村瀬　開 市民税課主事補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

資産税課主事 小川　由加 市民税課主事

資産税課主事 鈴木　千晴 資産税課主事補

資産税課主事 髙瀬　智子 法務室主事

資産税課主事 宮成　修 資産税課主事補

収税課主事(併)選挙管理委員会事務局 近藤　優介 収税課主事

収税課主事 竹内　広大 収税課主事補

収税課主事 丸井　一輝
収税課主事･三重地方税管理回収機構派遣(派遣は平
成３１年３月３１日まで)

収税課主事･三重地方税管理回収機構派遣(派遣は２
０２０年３月３１日まで)

濵口　雄太 収税課主事補

特別滞納整理推進室主事 村上　嘉基 特別滞納整理推進室主事補

財産管理課主事 藤田　哲史 東京事務所主事･総務省派遣

総務課主事 西井　三千 健康づくり課主事

法務室主事 山本　将也 障がい福祉課主事

調達契約課主事 川向　美佳 介護保険課主事

調達契約課主事(併)選挙管理委員会事務局 福岡　捷太郎 総務課主事

調達契約課主事 山添　泰希 調達契約課主事補

市民課主事 川合　星良 市民課主事補

市民課主事 小林　亜衣 市民課主事補

スポーツ振興課主事 別府　寛仁 スポーツ振興課主事補

総務企画課主事 池田　文晃 国体･障害者スポーツ大会推進室主事

競技運営課主事 赤松　修平 国体･障害者スポーツ大会推進室主事

競技運営課主事 土田　直樹 国体･障害者スポーツ大会推進室主事

競技運営課主事 松田　翔貴 国体･障害者スポーツ大会推進室主事

競技運営課主事 山村　直也 国体･障害者スポーツ大会推進室主事補

環境施設課技師 藤木　洋平 下水道施設課技師

福祉政策課主事･三重県後期高齢者医療広域連合派
遣

堀　太紀 調達契約課主事(併)選挙管理委員会事務局

福祉監査室主事 山本　駿 こども支援課主事

子育て推進課主事 上森　涼平 子育て推進課主事補

子育て推進課主事 垣内　美妃奈 子育て推進課主事補

子育て推進課主事 工藤　千希里 資産税課主事
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新　　任 氏　　名 旧　　任

子育て推進課主事 豊住　朋子 子育て推進課主事補

立誠保育園技能員 山田　佳那 観音寺保育園技能員

観音寺保育園保育士 水谷　礼 千里ヶ丘保育園保育士

中央保育園保育士 森本　中 野村保育園保育士

橋南保育園技能員 大石　怜奈 千里ヶ丘保育園技能員

橋南保育園保育士 高士　恵子 乙部保育園保育士

高茶屋保育園保育士 岩﨑　りえな 橋南保育園保育士

雲出保育園保育士 小畑　文乃 野村保育園保育士

北部保育園保育士 川本　知美 ひとみね保育園保育士

北口保育園保育士 西川　佳那 栗真保育園保育士

芸濃保育園保育士(併)学校教育課 行方　奈緒 椋本幼稚園教諭

川合保育園保育士 鏡　文香 ひとみね保育園保育士

津みどりの森こども園保育教諭 大森　佐知代 南立誠幼稚園教諭

津みどりの森こども園保育教諭 田中　寛子 栗真保育園保育士

香良洲浜っ子幼児園保育教諭 東猴　梨加 桃園幼稚園教諭

白山こども園保育教諭 飯田　清美 みさと幼稚園教諭

白山こども園保育教諭 太田　遥 中央保育園保育士

白山こども園保育教諭 西田　実緒 高茶屋保育園保育士

こども支援課主事 梅野　かおり 都市政策課主事

こども支援課主事 長脇　世奈 水道総務課主事

こども支援課主事 水野　嘉美 こども支援課主事補

こども支援課主事(兼)児童発達支援センター 石橋　大輔 こども支援課主事

高齢福祉課主事 安宅　巧 保険医療助成課主事

高齢福祉課主事 籔下　沙紀 保険医療助成課主事

障がい福祉課主事 平野　咲 障がい福祉課主事補

援護課主事 大井　誠也 大学総務課主事

援護課主事 川瀬　慶吾 援護課主事補

援護課主事 竹内　玲 市民課主事

援護課主事 前田　晃志 援護課主事補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

介護保険課主事 西村　優衣 介護保険課主事補

介護保険課主事 山村　志保 市民税課主事

介護保険課主事 山本　達也 介護保険課主事補

保険医療助成課主事 青木　菜津実 観光振興課主事

保険医療助成課主事 別所　孝真 保険医療助成課主事補

保険医療助成課主事 堀田　茂和 交通政策課主事

保険医療助成課主事 山本　健人 保険医療助成課主事補

健康づくり課主事 伊藤　安梨紗 健康づくり課主事補

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 松岡　香奈 健康づくり課保健師(兼)美杉保健センター

健康づくり課保健師(兼)白山保健センター 藤川　育美 健康づくり課保健師(兼)中央保健センター

企業誘致課主事(兼)ビジネスサポートセンター 水谷　優介 企業誘致課主事補(兼)ビジネスサポートセンター

農林水産政策課主事 畑中　春香 農林水産政策課主事補

都市政策課主事 池町　拓也 教育総務課主事

開発指導室技師 吉田　立暉 津南工事事務所技師補

交通政策課主事 今西　正起 交通政策課主事補

建築指導課技師 吉川　泰智 建築指導課技師･三重県派遣

建設政策課技師 佐々木　武史 津北工事事務所技師

用地･地籍調査推進課主事 神水　彩花 資産税課主事

用地･地籍調査推進課主事 的場　志織 下水道総務課主事

用地･地籍調査推進課主事 森本　雄介 建設政策課主事

事業調整室主事 森　拓人 事業調整室主事補

建設整備課技師 落合　良平 建設整備課技師･国土交通省派遣

建設整備課技師 川合　裕太 建設整備課技師補

建設整備課技師･国土交通省派遣 梶山　裕介 建設整備課技師

営繕課技師 稲見　猛樹 下水道施設課技師補

営繕課技師 川原　大輝 営繕課技師補

営繕課技師 山田　悠 建築指導課技師

津南工事事務所技師(兼)防災室 松田　貢一 工務課技師

経営管理課主事 籠谷　浩介 経営管理課主事補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

事業推進課主事 橋爪　祐太 事業推進課主事補

安濃総合支所地域振興課主事 太田　年彦 資産税課主事

香良洲総合支所地域振興課主事 長井　彩乃 学生部主事

工務課技師 澤野　勇樹 工務課技師補

工務課技師 新谷　圭那子 下水道建設課技師

下水道総務課主事 野澤　磨臣 下水道総務課主事補

下水道建設課技師 井尻　千絵 工務課技師補

下水道建設課技師 田所　七海 下水道建設課技師補

下水道建設課技師 山端　陸央 下水道建設課技師補

下水道施設課技師 冨田　朋幸 下水道施設課技師補

教育総務課技師 生村　和俊 営繕課技師

教育総務課主事 阪井　晋 教育総務課主事補

学校教育課主事 田村　実都妃 学校教育課主事補

学校教育課主事 福岡　里美 商業振興労政課主事

修成小学校技能員 橋本　三希 高茶屋小学校技能員

敬和小学校技能員 島岡　真由 千里ヶ丘小学校技能員

神戸小学校技能員 岩井　真樹子 大里小学校技能員

立成小学校技能員 林　裕子 修成小学校技能員

朝陽中学校技能員 山野　智美 村主小学校技能員

南立誠幼稚園教諭 小野　佑子 芸濃保育園保育士(併)学校教育課

栗葉幼稚園教諭 前川　佳織 白山こども園保育教諭

椋本幼稚園教諭(併)子育て推進課 土田　靖子 芸濃保育園保育士

安西･雲林院幼稚園教諭 寺山　真理子 津みどりの森こども園保育教諭

久居教育事務所主事(兼)久居公民館 倉田　健吾 介護保険課主事

河芸教育事務所主事 鏡　凌太 営業課主事
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(　新　規　採　用　)
新　　任 氏　　名 備　　考

担当主幹

文化振興課事業担当主幹(兼)文化ホール施設担当主
幹

中野　貴久

事業調整室事業調整担当主幹 鳴尾　純一 （国土交通省から）

営繕課建築営繕担当主幹 中山　幸洋 （国土交通省から）

担当副主幹等

市民税課市民税担当副主幹 甲斐　義高

地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当副主幹
(兼)地域包括支援センター

髙橋　明

主査等

財産管理課主査 𠮷川　正彦

行政経営課主査 奥山　聡

こども支援課主査(兼)児童発達支援センター 青木　良太 言語聴覚士

一般職員

資産税課主事補 新田　健一郎

資産税課主事補 森　真佑子

収税課主事補 大市　真由

収税課主事補 久保　尚樹

特別滞納整理推進室主事補 泰羅　直輝

危機管理課主事補 筒井　亮太

総務課主事補 萩原　聖也

人事課主事補 福井　瞳

調達契約課主事補 東浦　健人

市民課主事補 奥田　侑佳

市民課主事補 片桐　一輝

市民交流課主事補 増田　麻以子

スポーツ振興課主事補 別所　澄弥
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新　　任 氏　　名 備　　考

文化振興課技能員(兼)リージョンプラザ･サンヒル
ズ安濃

中村　裕子 技能員(技手)

競技運営課主事補 岩口　朋弘

環境政策課主事補 矢田　聖七

環境保全課主事補 福山　智収

環境事業課技能員 中戸　雅彦 技能員(清掃員)

環境事業課技能員 野田　寛 技能員(清掃員)

子育て推進課主事補 多氣　鈴子

子育て推進課主事補 藤山　愛香里

立誠保育園保育士 瀧川　美紀

観音寺保育園技能員 赤塚　友美 技能員(調理員)

橋南保育園保育士 植谷　早紀

高茶屋保育園保育士 廣住　舞

雲出保育園保育士 河合　栄果

ひとみね保育園保育士 小山　麻帆

北口保育園保育士 田中　若葉

北口保育園技能員 津嵜　晴奈 技能員(調理員)

野村保育園保育士 内藤　望

こべき保育園保育士 西澤　郁実

千里ヶ丘保育園保育士 林　佳那

芸濃保育園保育士 中谷　靖萌

川合保育園保育士 角谷　有沙

八知保育園保育士 景井　采音

津みどりの森こども園技能員 日置　菜央美 技能員(調理員)

こども支援課主事補 濵口　優人

地域包括ケア推進室主事補 新良　祐里香

障がい福祉課主事補 岩尾　有紗

援護課主事補 荒木　俊利

援護課主事補 岩出　聖矢

援護課主事補 雪岡　比杜志
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新　　任 氏　　名 備　　考

介護保険課主事補 岡田　夏芽

介護保険課主事補 荻野　尚義

保険医療助成課保健師 西塔　奈月

保険医療助成課主事補 竹内　桃香

保険医療助成課主事補 矢賀　優

健康づくり課保健師 國武　由依

健康づくり課主事補 宮田　裕也

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 黒川　珠羅

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 森田　成美

健康づくり課保健師(兼)久居保健センター 堀　清香

商業振興労政課主事 今井　薫 （津商工会議所から）

商業振興労政課主事補 村田　澪花

観光振興課主事補 奥田　将紀

農林水産政策課主事補 髙橋　佑太

都市政策課主事補 吉井　明宏

交通政策課主事補 見取　秀祐

市営住宅課主事補 篠田　希祥

津南工事事務所技能員(兼)津北工事事務所 今西　恒介 技能員(技手)

経営管理課主事補 菊山　亮

事業推進課技能員 野田　泰清 技能員(技手)

事業推進課技能員 丸山　明也 技能員(技手)

久居総合支所地域振興課技能員 植村　知将 技能員(用務員)

久居総合支所市民課主事補 濱﨑　彪太

久居総合支所福祉課主事補 伊藤　さやか

芸濃総合支所地域振興課主事補 下里　祐太

美里総合支所地域振興課主事補(併)農業委員会事務
局

倉田　祥平

安濃総合支所地域振興課主事補 森　沙織

白山総合支所地域振興課主事補 芝　大輝

美杉総合支所地域振興課主事補 山北　祐司

23 



新　　任 氏　　名 備　　考

水道総務課主事補 松井　智紀

工務課技能員 秋豆　健太 技能員(技手)

工務課技能員 今井　駿 技能員(技手)

片田浄水場技能員 平子　太駆 技能員(技手)

下水道建設課技師補 石丸　貴教 技術職(土木)

下水道建設課技師補 倉野　寿也 技術職(土木)

大学総務課主事補 佐藤　啓一朗

学生部主事補 鹿取　康平

議事課書記 小谷　章剛

学校教育課主事 駒田　和亮 （亀山市から）

学校教育課主事補 山納　一真

北立誠小学校技能員 𠮷澤　加津美 技能員(調理員)

戸木小学校技能員 前川　鈴子 技能員(調理員)

千里ヶ丘小学校技能員 中井　涼音 技能員(調理員)

大三小学校技能員 福井　加奈 技能員(調理員)

東観中学校技能員(兼)教育総務課 山田　昇吾 技能員(用務員)

生涯学習課主事補(兼)青少年センター 松尾　崇生

津図書館主事補 田畑　奈那子
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(　勤　務　延　長　)
職　　名 氏　　名 備　　考

部長級

危機管理部長 永戸　吉朋 (２０２０年３月３１日まで)
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(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

部長級

政策財務部担当理事･土地開発公社派遣 佐脇　重喜

市民部長 酒井　康子

健康福祉部担当理事･三重県後期高齢者医療広域連
合派遣

長江　英明

農林水産部長 上田　典廣

ボートレース事業部長 岩田　英夫

三重短期大学事務局長 栗本　斉

部次長級

政策財務部税務担当参事(兼)特別滞納整理推進担当
参事･収税課長

杉野　由幸

政策財務部資産税担当参事(兼)資産税課長 冨増　正志

市民部男女共同参画担当参事(兼)男女共同参画室長 羽田　三千代

都市計画部開発指導担当参事(兼)総務部設計審査担
当参事

木村　守

都市計画部建築確認担当参事 尾崎　幹明 （三重県へ）

美里総合支所長 平田　基洋

香良洲総合支所長 竹内　正巳

一志総合支所長 大倉　広之

美杉総合支所長(兼)都市計画部名松線推進担当参事 大海　康弘

課長級

建設政策課長 戸上　喜之

美里総合支所地域振興課危機管理担当副参事 水谷　明

一志総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

前田　博之

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 大西　登

白山総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

辻川　正仁

久居教育事務所長 木下　一大
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職　　名 氏　　名 備　　考

担当主幹

市民税課調整･税政担当主幹 内藤　健次

市民税課市民税担当主幹 柳原　美保

人事課職員活躍推進担当主幹 坂本　幾

環境政策課環境共生担当主幹 萩原　慎也

子育て推進課保育担当主幹(兼)八知保育園長 田上　幸代

子育て推進課こども園担当主幹(兼)白山こども園副
園長

日置　美保

障がい福祉課調整･障がい福祉担当主幹 小林　千春

障がい福祉課障がい福祉担当主幹 前坂　明子

援護課保護担当主幹 清水　克真

健康づくり課保健指導担当主幹 三浦　みさ子

事業調整室事業調整担当主幹 武藤　勲 （国土交通省へ）

久居総合支所生活課人権啓発担当主幹 糸川　綾子

河芸総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

牛場　隆

安濃総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地域企画
員･地域振興担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

織田　千景

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

北角　一善

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

田端　健

営業課調整･料金担当主幹 加藤　良弘

工務課調査･維持担当主幹 茂山　稚芳

久居教育事務所調整･学校教育･人権教育担当主幹 山路　栄作

美杉教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)八知公民館
長･美杉ふるさと資料館長･津図書館美杉図書室

清水　孝明

担当副主幹等

環境事業課指導･事業担当副主幹(兼)環境政策課 岸本　和人

環境施設課維持担当副主幹 川本　彰

地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当副主幹
(兼)地域包括支援センター

植村　あけみ

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)美里保健セン
ター

青木　啓子

地域医療推進室地域医療担当副主幹 西郷　利恵

津南工事事務所補修担当副主幹(兼)津北工事事務所
補修担当副主幹

津田　昌紀
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職　　名 氏　　名 備　　考

久居総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)久居体
育館

小林　俊之

浄水課副主幹(兼)浄水担当技能長 谷中　学

主査等

調達契約課主査 日比　倫子

文化振興課主査 濱口　隆

相愛保育園主任技能員(兼)子育て推進課給食担当技
能長

髙垣内　郁代

北口保育園主査 小熊　佳枝

千里ヶ丘保育園主査 駒田　博子

白山こども園主査 左近　愛美

津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

田中　昇

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 中島　正行

片田浄水場浄水担当技能長 谷口　洋司

藤水小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技能
長

篠田　真名美

主任

文化振興課主任技術員(兼)リージョンプラザ 中川　芳美

乙部保育園主任技能員 小川　恵

雲出保育園主任技能員 小野　文子

北部保育園主任技能員 近藤　京子

高野保育園主任技能員 片岡　多鶴子

香良洲浜っ子幼児園主任技能員 小野　美樹代

香良洲浜っ子幼児園主任技能員 船木　三千代

芸濃総合支所地域振興課主任技能員 松村　典和

安濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 倉田　正之

安濃総合支所地域振興課主任技術員(兼)サンヒルズ
安濃･文化振興課主任技術員

堀田　泰典

白山総合支所地域振興課主任技術員(兼)白山総合文
化センター･文化振興課主任技術員

田中　尚諮

白山総合支所地域振興課主任技術員(兼)白山総合文
化センター･文化振興課主任技術員

橋爪　亨
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職　　名 氏　　名 備　　考

安東小学校主任技能員 川北　典子

雲出小学校主任技能員 城埜　実幸

南が丘小学校主任技能員 太西　節子

黒田小学校主任技能員 中川　澄子

安濃小学校主任技能員 池村　和美

東観中学校主任技能員 川本　くみ子

白山中学校主任技能員 中村　としえ

一般職員

市民交流課主事 松村　祥吾 （亀山市へ）

スポーツ振興課主事 松葉　拳介

環境政策課主事補 藤原　亜衣

高茶屋保育園保育士 西村　祐衣

雲出保育園保育士 植草　由貴

こども支援課主事 橋本　麻衣

商業振興労政課主事 村林　雅斗 （津商工会議所へ）

久居総合支所地域振興課技能員 酒井　宏樹

学校教育課主事 西村　悠佳

久居教育事務所主事(兼)久居公民館 辻岡　和孝
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内　　　　示

（ 教　職　関　係 ）

津市教育委員会



区 分 昇任
昇　任
配置換

配置換 その他 採用 退職 計

人 人 人 人 人 人 人

部 長 級 0

部 次 長 級 0

課 長 級 1 2 1 2 6

担 当 主 幹 級 1 1

担 当 副 主 幹 1 5 4 10

幼 稚 園 長 3 6 1 5 15

幼 稚 園 主 任 4 6 10

主任養護教諭 1 1

幼 稚 園 教 諭 14 2 2 18

養 護 教 諭 1 1

計 3 5 29 1 9 15 62

　　　　　　　　人事異動(平成３１年４月１日付け)

　　　　　　　　新規採用(平成３１年４月１日付け)　　　職員数集計表

　　　　　　　　退　　職(平成３１年３月３１日付け)

津市教育委員会(教職関係)



新　　任 氏　　名 旧　　任

課長級

配置換等

教育総務課担当副参事 伊藤　雅子 教育研究支援課長

教育研究支援課長(兼)教育研究支援課授業改善担当副
参事

川原田　元 教育研究支援課授業改善担当副参事

昇任

学校教育課幼児教育課程担当副参事 瀨古口　あゆみ 川合幼稚園長

担当副主幹

配置換等

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事 庭山　俊彦 教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事

幼稚園長

配置換等

安東幼稚園長(兼)安東幼稚園主任 別府　和美 大里幼稚園長

戸木幼稚園長 飯田　明美 のむら幼稚園長

栗葉幼稚園長(兼)栗葉幼稚園主任 前川　佳子 栗葉幼稚園長

榊原幼稚園長(兼)榊原幼稚園主任 青木　智子 戸木幼稚園長

のむら幼稚園長 荒木　啓子 北立誠幼稚園長(兼)北立誠幼稚園主任

明合幼稚園長 長谷川　弘子 榊原幼稚園長(兼)榊原幼稚園主任

川合幼稚園長 久保田　智子
子育て推進課こども園担当主幹(兼)香良洲浜っ子幼児
園副園長

昇任

藤水幼稚園長 松林　華枝 藤水幼稚園主任

大里幼稚園長 早川　亜希子 大里幼稚園主任

内　　示
人事異動（平成３１年４月１日付け）

新規採用（平成３１年４月１日付け）

退　　職（平成３１年３月３１日付け）

津市教育委員会（教職関係）
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新　　任 氏　　名 旧　　任

村主幼稚園長 正田　まゆみ 村主幼稚園主任

幼稚園主任

配置換等

北口保育園副主幹主任保育士(併)学校教育課副主幹 長谷川　真弓 高茶屋幼稚園主任

香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭 髙岸　有美 高岡幼稚園主任

藤水幼稚園主任 松井　慶子 巽ヶ丘幼稚園主任

大里幼稚園主任 長井　千浩 安濃幼稚園主任

みさと幼稚園主任 山岡　みゆき 栗葉幼稚園主任

村主幼稚園主任 川井　美希 みさと幼稚園主任

昇任

高茶屋幼稚園主任 山崎　文代 敬和幼稚園教諭

巽ヶ丘幼稚園主任 塚田　久美 巽ヶ丘幼稚園教諭

椋本幼稚園主任(併)子育て推進課副主幹主任保育士 小林　千恵 椋本幼稚園主任(併)子育て推進課主査主任保育士

安濃幼稚園主任 西口　かおり 安濃幼稚園教諭

幼稚園教諭

配置換等

芸濃保育園保育士(併)学校教育課 行方　奈緒 椋本幼稚園教諭

津みどりの森こども園保育教諭 大森　佐知代 南立誠幼稚園教諭

香良洲浜っ子幼児園保育教諭 東猴　梨加 桃園幼稚園教諭

白山こども園保育教諭 飯田　清美 みさと幼稚園教諭

南立誠幼稚園教諭 小野　佑子 芸濃保育園保育士(併)学校教育課

敬和幼稚園教諭 柴原　知佐 安西･雲林院幼稚園教諭

高茶屋幼稚園教諭(併)子育て推進課主査 服部　美輝 高茶屋保育園主査

安東幼稚園教諭 中村　友香 千里ヶ丘幼稚園教諭

白塚幼稚園教諭 大岩　清香 高野尾幼稚園教諭

桃園幼稚園教諭 林　高子 高茶屋幼稚園教諭

2



新　　任 氏　　名 旧　　任

栗葉幼稚園教諭 前川　佳織 白山こども園保育教諭

椋本幼稚園教諭 木村　有希 北立誠幼稚園教諭

椋本幼稚園教諭(併)子育て推進課 土田　靖子 芸濃保育園保育士

安西･雲林院幼稚園教諭 寺山　真理子 津みどりの森こども園保育教諭

併任

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターふれあい教室指導員

細江　加代
(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターほほえみ教室指導員
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(　新　規　採　用　等　)

新　　任 氏　　名 備　　考

課長級

人権教育課長 金児　由美

担当副主幹

学校教育課教職員担当副主幹・管理主事 太田　修三

教育研究支援課教育研究担当副主幹・指導主事(兼)教
育支援担当副主幹

伊藤　信介

教育研究支援課教育支援担当副主幹・指導主事 斎藤　祐子

教育研究支援課教育支援担当副主幹・指導主事 西橋　美帆

教育研究支援課生徒指導・保健担当副主幹・指導主事
(兼)教育総務課給食担当副主幹

横山　真理

併任

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 近藤　靖子

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターほほえみ教室指導員

北古賀　智子

幼稚園教諭

巽ヶ丘幼稚園教諭 若林　沙織

みさと幼稚園教諭 片岡　みずき

養護教諭

桃園幼稚園養護教諭 浦出　あかね
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(　退　職　)

職　　名 氏　　名 備　　考

課長級

学校教育課幼児教育課程担当副参事 松谷　冨美子

人権教育課長 外岡　博明 （敬和小学校長へ）

担当主幹

教育研究支援課教育研究担当主幹・指導主事(兼)教育
支援担当主幹

田中  英 （芸濃小学校教頭へ）

担当副主幹

学校教育課教職員担当副主幹・管理主事 伊藤　幸功 （三重県教育委員会へ）

教育研究支援課教育支援担当副主幹・指導主事 立藤　真弓 （南が丘中学校教諭へ）

教育研究支援課生徒指導・保健担当副主幹・指導主事 上田  貴正 （三重県教育委員会へ）

教育研究支援課生徒指導・保健担当副主幹・指導主事
(兼)教育総務課給食担当副主幹

栗本　菊代 （みさとの丘学園栄養教諭へ）

幼稚園長

藤水幼稚園長 西村　由美

安東幼稚園長(兼)安東幼稚園主任 本多　啓子

高野尾幼稚園長(兼)高野尾幼稚園主任 堀内　由香里

村主幼稚園長 平松　康子

明合幼稚園長 中川　恵子

主任養護教諭

安濃幼稚園主任養護教諭 田中　友子

併任解除

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 高倉　珠美 （立成小学校教諭へ）

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターふれあい教室指導員

寺井　由香 （村主小学校教頭へ）
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職　　名 氏　　名 備　　考

幼稚園教諭

桃園幼稚園教諭 寺田　可奈子

川合幼稚園教諭 坂上　拓美
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育休代替任期付職員（教職関係）

(　新　規　採　用　)

職　　名 氏　　名 備　　考

幼稚園教諭

戸木幼稚園教諭 長谷川　祥恵

上野幼稚園教諭 岡野　敬子

みさと幼稚園教諭 安江　和枝

村主幼稚園教諭 前田　実子

川合幼稚園教諭 上村　智桂子

(　退　職　)

職　　名 氏　　名 備　　考

幼稚園教諭

高野尾幼稚園教諭 前田　実子

桃園幼稚園教諭 長谷川　祥恵

安濃幼稚園教諭 山岸　たまみ

川合幼稚園教諭 安江　和枝

内　　示
新規採用（平成３１年４月１日付け）

退　　職（平成３１年３月３１日付け）

1



内　　　　示

津　市　消　防



人 事 異 動 （平成３１年４月１日付け）
新 規 採 用 （平成３１年４月１日付け）　職員数集計表
退　　　   職 （平成３１年３月３１日付け）

区 分 昇　任
昇　任
配置換

配置換 その他 採　用 退　職 計

人 人 人 人 人 人 人

1 1 2

部 長 級 1 1

部 次 長 級 1 2 3 2 8

課 長 級 3 11 14

担 当 主 幹 級 1 4 14 19

担当副主幹等
（ 消 防 司 令 ）

3 2 1 6

担当副主幹等
（消防司令補）

7 6 23 5 4 45

主 査
(消防司令補）

3 8 11 1 23

主 査
( 消 防 士 長 ）

14 10 17 41

消 防 士 長 3 7 15 25

消 防 士 26 8 34

計 30 44 122 7 8 7 218

局 長 級

消　防　



消　防

新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

局長級

昇任

消防長 任消防正監 小津　直久 消防次長

部長級

昇任

消防次長 消防監 佐藤　昭人 総務担当参事(兼)消防総務課長

部次長級

配置換等

総務担当参事(兼)消防総務課長 消防監 田中　秀浩 予防担当参事(兼)予防課長

北消防署長 消防監 小菅　聖志 調査担当参事(兼)通信指令課長

白山消防署長 消防監 奥田　昌宏 消防団担当参事(兼)消防団統括室長

昇任

予防担当参事(兼)予防課長 任消防監 岡　孝明 予防課違反指導担当副参事

消防団担当参事(兼)消防団統括室長 任消防監 勝島　直樹 中消防署副署長

調査担当参事(兼)通信指令課長 任消防監 中川　達也 消防総務課消防政策担当副参事

課長級

配置換等

消防総務課消防政策担当副参事 消防司令長 岡　大介 中消防署指揮隊長(兼)消防救急課

予防課違反指導担当副参事 消防司令長 上野　功英 中消防署安濃分署長

通信指令課指令官 消防司令長 髙山　博樹 中消防署指揮隊長(兼)消防救急課

中消防署副署長 消防司令長 勝谷　公起 白山消防署副署長

中消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 久保　貴司 久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課

内　　示
人事異動(平成３１年４月　１日付け)

新規採用(平成３１年４月　１日付け)

退　　職(平成３１年３月３１日付け)

1



新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署西分署長 消防司令長 岸田　陽次 北消防署芸濃分署長

中消防署安濃分署長 消防司令長 伊藤　一弥 白山消防署一志分署長

北消防署芸濃分署長 消防司令長 飯田　仁 久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課

久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 内山　雅治 通信指令課指令官

白山消防署副署長 消防司令長 宮本　真二 中消防署西分署長

白山消防署一志分署長 消防司令長 長尾　浩伸 通信指令課指令官

昇任

通信指令課指令官 任消防司令長 舟田　公徳
消防総務課調整・消防管理担当主幹(兼)
企画員

中消防署指揮隊長(兼)消防救急課 任消防司令長 駒田　竜司 白山消防署調整・庶務予防担当主幹

久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課 任消防司令長 吉田　茂 通信指令課副指令官

担当主幹級

配置換等

消防総務課調整・消防管理担当主幹(兼)
企画員

消防司令 野田　巧
通信指令課調整・情報管理担当主幹(兼)
消防総務課

消防救急課調整・警防担当主幹(兼)消防
救助担当主幹・消防総務課(併)防災室災
害対策担当主幹

消防司令 佐藤　敦
久居消防署指揮司令(兼)消防救急課・消
防総務課

通信指令課副指令官 消防司令 山村　隆博 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

通信指令課副指令官 消防司令 米本　史雄
消防救急課調整・警防担当主幹(兼)消防
救助担当主幹(併)防災室災害対策担当主
幹

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 花井　譲 白山消防署消防担当主幹

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 槇田　功 白山消防署消防担当主幹

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 松本　淳 北消防署消防担当主幹

中消防署消防担当主幹(兼)消防救急課 消防司令 増田　裕彦 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

北消防署消防担当主幹 消防司令 鈴木　元也 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

久居消防署調整・庶務予防担当主幹(兼)
消防総務課

消防司令 横山　博
中消防署指揮司令(兼)消防救急課・消防
総務課

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課・消
防総務課

消防司令 東　悟史 通信指令課副指令官(兼)消防総務課

久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課 消防司令 小坂　健介 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課

白山消防署調整・庶務予防担当主幹 消防司令 薮内　裕司 久居消防署調整・庶務予防担当主幹

白山消防署消防担当主幹 消防司令 奥山　和司 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

昇任

消防救急課救急担当主幹 消防司令 富田　泰成 消防救急課救急担当副主幹

通信指令課調整・情報管理担当主幹 消防司令 大東　雄一 消防総務課消防政策担当副主幹

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課 任消防司令 井圡　浩之 中消防署消防担当副主幹

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課 任消防司令 佐藤　公則 白山消防署消防担当副主幹

白山消防署消防担当主幹 任消防司令 横山　匠 中消防署消防担当副主幹

担当副主幹等(消防司令)

配置換等

中消防署消防担当副主幹(兼)消防救急課 消防司令 澤　剛寛
久居消防署美里分署副分署長(兼)担当副
主幹

久居消防署消防担当副主幹(兼)消防救急
課

消防司令 高岡　敦 久居消防署消防担当副主幹

久居消防署南分署副分署長 消防司令 宮坂　千秋
中消防署安濃分署副分署長(兼)担当副主
幹

昇任

消防総務課消防管理担当副主幹 任消防司令 谷　真 予防課主査

中消防署西分署副分署長 任消防司令 松田　憲晃 久居消防署(美里分署)主査

白山消防署一志分署副分署長 任消防司令 田子　元規
久居消防署美里分署副分署長(兼)担当副
主幹

担当副主幹等(消防司令補)

配置換等

市長部局 駒田　敬彦
消防総務課消防管理担当副主幹(併)危機
管理課危機管理担当副主幹

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 多川　敏一
中消防署安濃分署担当副主幹(兼)消防救
急課救急担当副主幹

中消防署消防担当副主幹 消防司令補 吉岡　英幸 中消防署西分署担当副主幹

中消防署西分署担当副主幹 消防司令補 伊東　賢一
久居消防署南分署副分署長(兼)担当副主
幹

中消防署西分署担当副主幹 消防司令補 杉谷　友宏 中消防署消防担当副主幹

中消防署西分署副分署長 消防司令補 岡部　尚司 中消防署西分署副分署長(兼)担当副主幹

中消防署安濃分署副分署長 消防司令補 吉田　拓哉 久居消防署消防担当副主幹

中消防署安濃分署副分署長 消防司令補 大市　昌広
中消防署安濃分署副分署長(兼)担当副主
幹
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署安濃分署担当副主幹 消防司令補 市川　健 北消防署芸濃分署担当副主幹

北消防署河芸分署副分署長 消防司令補 橋爪　昭人
北消防署河芸分署副分署長(兼)担当副主
幹

北消防署河芸分署副分署長 消防司令補 和田　健
北消防署河芸分署副分署長(兼)担当副主
幹

北消防署芸濃分署副分署長 消防司令補 森川　悦一 北消防署消防担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 消防司令補 岸田　浩昭 久居消防署香良洲分遣所担当副主幹

久居消防署消防担当副主幹 消防司令補 武田　昌泰 久居消防署美里分署担当副主幹

久居消防署南分署副分署長(兼)消防総務
課

消防司令補 田村　和也
消防団統括室消防団担当副主幹(兼)消防
総務課

久居消防署南分署担当副主幹 消防司令補 水本　貴也
久居消防署南分署副分署長(兼)担当副主
幹

久居消防署南分署担当副主幹 消防司令補 柏　直樹 久居消防署消防担当副主幹

久居消防署美里分署副分署長(兼)消防総
務課

消防司令補 鯖戸　利宏
中消防署安濃分署担当副主幹(兼)消防総
務課

久居消防署美里分署副分署長 消防司令補 﨑　隆敏 白山消防署美杉分署担当副主幹

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 消防司令補 池村　光弘 中消防署安濃分署担当副主幹

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 消防司令補 森　正克 通信指令課通信指令担当副主幹

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 小菅　英昭
白山消防署一志分署副分署長(兼)担当副
主幹

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 鐘ヶ江　達 北消防署芸濃分署担当副主幹

白山消防署一志分署担当副主幹 消防司令補 川原　裕治 通信指令課情報管理担当副主幹

白山消防署一志分署担当副主幹 消防司令補 池田　直人
白山消防署一志分署副分署長(兼)担当副
主幹

白山消防署一志分署副分署長 消防司令補 林　英生 北消防署芸濃分署担当副主幹

白山消防署美杉分署副分署長 消防司令補 馬場　義樹 北消防署芸濃分署担当副主幹

白山消防署美杉分署副分署長 消防司令補 村主　充孝
白山消防署美杉分署副分署長(兼)担当副
主幹

昇任

消防総務課消防政策担当副主幹(併)危機
管理課危機管理担当副主幹

北川　慶彦 消防総務課主査(併)危機管理課主査

消防団統括室消防団担当副主幹 消防司令補 大野　学 消防団統括室主査

中消防署安濃分署担当副主幹 消防司令補 藤原　史朗 中消防署(安濃分署)主査

中消防署安濃分署担当副主幹 消防司令補 横山　恒久 中消防署(安濃分署)主査

北消防署消防担当副主幹 消防司令補 牛場　明広 通信指令課主査

北消防署消防担当副主幹 消防司令補 小瀬古　重樹 北消防署(河芸分署)主査

北消防署河芸分署担当副主幹 消防司令補 服部　真 中消防署(消防担当)主査
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

北消防署芸濃分署担当副主幹(兼)消防総
務課

消防司令補 松田　泰 中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課

久居消防署消防担当副主幹 消防司令補 藤田　猛美 中消防署(西分署)主査

久居消防署美里分署担当副主幹 消防司令補 田中　淳一 久居消防署(美里分署)主査

久居消防署美里分署担当副主幹 消防司令補 岸江　大輔 久居消防署(香良洲分遣所)主査

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 久保　顕也 白山消防署(美杉分署)主査

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 横山　泰三 白山消防署(美杉分署)主査

主査(消防司令補)

配置換等

東京事務所主査・東京消防庁派遣(併)消
防総務課主査

消防司令補 前野　雄二 白山消防署(庶務予防担当)主査

予防課主査 消防司令補 松本　栄司
東京事務所主査・東京消防庁派遣(併)消
防総務課主査

中消防署(消防担当)主査 消防司令補 萩野　哲也 白山消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防司令補 吉田　健 北消防署(河芸分署)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防司令補 若林　久史 北消防署(消防担当)主査

久居消防署(消防担当)主査(兼)消防救急
課主査

消防司令補 岸田　龍也 久居消防署(消防担当)主査

久居消防署(南分署)主査 消防司令補 山口　省治 白山消防署(消防担当)主査

久居消防署(香良洲分遣所)主査 消防司令補 岡田　昌成 中消防署(消防担当)主査

白山消防署(庶務予防担当)主査 消防司令補 笠井　敦史 中消防署(庶務予防担当)主査

白山消防署(消防担当)主査 消防司令補 田阪　有記 北消防署(消防担当)主査

白山消防署(美杉分署)主査 消防司令補 加藤　修治 久居消防署(南分署)主査

白山消防署(美杉分署)主査 消防司令補 奥野　浩行 久居消防署(南分署)主査

昇任

予防課主査 任消防司令補 小林　隆幸 予防課主査

消防救急課主査 任消防司令補 田上　祐馬 消防救急課主査

中消防署(庶務予防担当)主査 任消防司令補 小河　仁孝
東京事務所主査・総務省消防庁派遣(併)
消防総務課主査

中消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 任消防司令補 内藤　貴人 北消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課

中消防署(消防担当)主査 任消防司令補 井上　拓也 通信指令課主査

久居消防署(消防担当)主査 任消防司令補 前山　卓大 久居消防署(消防担当)主査
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

久居消防署(南分署)主査(兼)消防総務課 任消防司令補 岡　珠理
久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

久居消防署(南分署)主査 任消防司令補 髙瀬　信吾 中消防署(安濃分署)主査

久居消防署(美里分署)主査 任消防司令補 前川　暁 久居消防署(消防担当)主査

白山消防署(消防担当)主査(兼)消防救急
課主査

任消防司令補 稲垣　孝典 久居消防署(美里分署)主査

白山消防署(一志分署)主査 任消防司令補 田村　公一 白山消防署(美杉分署)主査

主査(消防士長)

配置換等

通信指令課主査 消防士長 脇田　基裕 中消防署(消防担当)主査

中消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 消防士長 上田　隆広
久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

中消防署(消防担当)主査 消防士長 山岡　卓巳
久居消防署(美里分署)主査(兼)消防救急
課主査

中消防署(西分署)主査 消防士長 前川　寿宏 北消防署(河芸分署)主査

中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課 消防士長 稲生　博昭 北消防署(芸濃分署)主査(兼)消防総務課

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 鳥井　優作 久居消防署(消防担当)主査

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 垣野　公孝 北消防署(河芸分署)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 奥山　浩司 白山消防署(美杉分署)主査

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 松木平　悟 中消防署(消防担当)主査

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 井川　幸則 北消防署(河芸分署)主査

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 小野　麻衣子 久居消防署(庶務予防担当)主査

久居消防署(南分署)主査 消防士長 安江　雅俊 久居消防署(香良洲分遣所)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 谷　忠博 白山消防署(美杉分署)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 池田　敦 白山消防署(消防担当)主査

久居消防署(香良洲分遣所)主査 消防士長 水谷　一人 白山消防署(美杉分署)主査

白山消防署(一志分署)主査(兼)消防総務
課

消防士長 是次　剛 北消防署(芸濃分署)主査(兼)消防総務課

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 東　直紀 白山消防署(一志分署)主査

昇任

東京事務所主査・総務省消防庁派遣(併)
消防総務課主査

消防士長 西出　慶太 予防課消防士長

消防総務課主査 消防士長 小山　雅司 消防総務課消防士長
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

消防救急課主査 消防士長 小野　麻衣
消防救急課消防士長(兼)久居消防署(消防
担当)

消防団統括室主査 消防士長 田中　貴史 調達契約課主事(併)消防総務課消防士長

中消防署(消防担当)主査 消防士長 山本　貴之 中消防署(消防担当)消防士長

中消防署(西分署)主査 消防士長 久保田　芳史 中消防署(西分署)消防士長

中消防署(西分署)主査 消防士長 堤　裕紀 中消防署(消防担当)消防士長

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 小野　剛志 中消防署(安濃分署)消防士長

北消防署(消防担当)主査 消防士長 川喜田　陽平 北消防署(消防担当)消防士長

北消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 消防士長 川口　勇気
北消防署(消防担当)消防士長(兼)消防総
務課

北消防署(消防担当)主査 消防士長 伊藤　良介 北消防署(消防担当)消防士長

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 中島　敬太 白山消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 前田　悠輔 久居消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 中峯　宏 北消防署(河芸分署)消防士長

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 上原　大 久居消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(南分署)主査 消防士長 小川　浩史 久居消防署(南分署)消防士長

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 川口　兼 中消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 北折　壮平 久居消防署(美里分署)消防士長

白山消防署(消防担当)主査 消防士長 小西　正人 久居消防署(香良洲分遣所)消防士長

白山消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

消防士長 海野　佑樹
久居消防署(南分署)消防士長(兼)消防総
務課

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 岸江　康平 久居消防署(美里分署)消防士長

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 水平　拓 白山消防署(美杉分署)消防士長

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 松井　一裕 白山消防署(美杉分署)消防士長

北消防署(河芸分署)主査 任消防士長 山口　慧 中消防署(安濃分署)消防士

担当(消防士長)

配置換等

消防総務課消防士長 消防士長 山本　真和 白山消防署(一志分署)消防士長

予防課消防士長 消防士長 崎　健太 久居消防署(南分署)消防士長

消防団統括室消防士長 消防士長 岡本　真二 白山消防署(一志分署)消防士長

中消防署(消防担当)消防士長 消防士長 谷口　友朗 消防団統括室消防士長
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署(消防担当)消防士長(兼)消防総
務課

消防士長 勝野　伸哉
久居消防署(消防担当)消防士長(兼)消防
総務課

中消防署(消防担当)消防士長 消防士長 澤　隼人 中消防署(西分署)消防士長

中消防署(安濃分署)消防士長(兼)消防救
急課消防士長

消防士長 西村　昌子 白山消防署(一志分署)消防士長

北消防署(芸濃分署)消防士長 消防士長 奥野　豪 中消防署(消防担当)消防士長

北消防署(芸濃分署)消防士長(兼)消防総
務課

消防士長 細野　彰彦
白山消防署(消防担当)消防士長(兼)消防
総務課

久居消防署(庶務予防担当)消防士長(兼)
消防総務課

消防士長 吉田　豊 予防課消防士長(兼)消防総務課

久居消防署(消防担当)消防士長(兼)消防
総務課

消防士長 鳴海　智紀 消防総務課消防士長

久居消防署(南分署)消防士長 消防士長 村田　圭 久居消防署(消防担当)消防士長

白山消防署(消防担当)消防士長 消防士長 前川　敦史 久居消防署(美里分署)消防士長

白山消防署(一志分署)消防士長 消防士長 藤原　辰也 白山消防署(美杉分署)消防士長

白山消防署(美杉分署)消防士長 消防士長 浅尾　慎介 白山消防署(一志分署)消防士長

昇任

消防総務課消防士長 任消防士長 長谷　法之 白山消防署(一志分署)消防士

消防総務課消防士長 任消防士長 石田　香苗 消防総務課消防士

予防課消防士長(兼)消防総務課 任消防士長 赤井　亜紀 予防課消防士(兼)消防総務課

通信指令課消防士長 任消防士長 服部　祐輝 北消防署(河芸分署)消防士

通信指令課消防士長 任消防士長 石原　幸広 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士長(兼)消防総
務課

任消防士長 川添　雄太
北消防署(河芸分署)消防士(兼)消防総務
課

北消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 山舗　俊介 中消防署(安濃分署)消防士

久居消防署(美里分署)消防士長 任消防士長 栁瀬　陽輝 久居消防署(南分署)消防士

白山消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 冨田　大嗣 白山消防署(美杉分署)消防士

白山消防署(一志分署)消防士長 任消防士長 藤本　龍馬 白山消防署(一志分署)消防士

担当(消防士)

配置換等

中消防署(消防担当)消防士 消防士 森本　麻海 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 大平　真也 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 立松　竜馬 久居消防署(南分署)消防士

8



新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署(西分署)消防士 消防士 西村　永亮 久居消防署(美里分署)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 柴田　泰希 白山消防署(消防担当)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 川　千晶 白山消防署(消防担当)消防士

北消防署(消防担当)消防士 消防士 加藤　亮太 久居消防署(美里分署)消防士

北消防署(消防担当)消防士 消防士 髙橋　昂大 中消防署(西分署)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 西谷　昂 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 櫻川　成大 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 横山　稜磨 中消防署(西分署)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 向井　翔也 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 中山　脩斗 久居消防署(南分署)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 鈴木　康弘 北消防署(消防担当)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 赤井　雄一 北消防署(芸濃分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 内田　雄也 久居消防署(南分署)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 堤　達哉 北消防署(芸濃分署)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 黒田　翔太 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 猪田　智則 白山消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 小津　颯汰 久居消防署(消防担当)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 関山　壮太 北消防署(消防担当)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 城本　量太 久居消防署(消防担当)消防士

白山消防署(消防担当)消防士 消防士 佐藤　倫子 中消防署(消防担当)消防士

白山消防署(一志分署)消防士 消防士 廣中　久法 中消防署(消防担当)消防士

白山消防署(美杉分署)消防士 消防士 吉川　雄人 中消防署(西分署)消防士

白山消防署(美杉分署)消防士 消防士 奥元　健太 久居消防署(南分署)消防士
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（ 新 規 採 用 ）

新　　　　　任 階　　　級 氏　　　　名 備　　　　　考

担当（消防士）

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 赤松　真ノ介

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 小寺　仁也

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 増岡　晃

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 山川　純

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 北井　敬大

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 嶋田　正大

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 松谷　誠也

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 渡部　恭大

10



（　退　職　）

職　　　　　名 階　　　級 氏　　　　名 備　　　　　考

局長級

消防長 消防正監 東海　千秋

部次長級

北消防署長 任消防正監 櫻井　善信

白山消防署長 任消防正監 稲守　睦弘

担当副主幹

中消防署西分署副分署長(兼)担当副主幹 任消防司令 宮田　敏治

北消防署芸濃分署副分署長(兼)担当副主
幹

任消防司令 杉谷　博之

北消防署芸濃分署副分署長(兼)担当副主
幹(兼)消防総務課

任消防司令 山岡　茂

白山消防署美杉分署副分署長(兼)担当副
主幹

任消防司令 森　晃一
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内　　　　示

（ 短 期 大 学 教 員 ）

津　　　　市



短期大学教員
新　　任 氏　　名 旧　　任

局長級

昇任

三重短期大学学長 村井　美代子 学生部長・教授

教授

地域連携センター長・附属図書館長・教授 楠本　孝 教授

学生部長・教授 石原　洋介 地域連携センター長・附属図書館長・教授

昇任

教授 小野寺　一成 准教授

講師

昇任

講師 相川　悠貴 助教

(　新　規　採　用　)
新　　任 氏　　名 備　　考

准教授

准教授 高橋　彩

助教

助教 服部　知美

内　　示
人事異動（平成３１年４月１日付け）

新規採用（平成３１年４月１日付け）

退　　職（平成３１年３月３１日付け）

1



(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

局長級

三重短期大学学長 東福寺　一郎
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